
 	 	 	 	 	 	 1 

令和３年７月１日  

会員・会友・協力会員各位 

(公社)日本建築家協会千葉地域会  

(公社)日本建築家協会千葉地域会第２回 役員会報告 

【開催日】 令和３年６月２４日(木)１６：００～１８：００ 

【全役員】 森田敬介、安達文宏、河原  泰、柳田富士男、橋場隆夫、磯野智由、市原嗣久、榎本雅夫、 

           風戸宏孝、神成 健、小島広行、田端友康、中尾利弘、星野 治、西崎寿志 

監査／荒井裕三、寺川典秀       協力会／鈴木周二、平宅武司 
（出席者は氏名下にアンダーライン）       

 

１．行事の実施と予定   

（１）前回役員会以降に実施された会議・行事、及び報告事項等 

ア.  05 月 28 日（金）JIA 本部役員会  

イ.  05 月 28 日（金）JIA 支部保存問題委員会 

ウ.  05 月 28 日（金）千葉市分譲マンション相談協議会 

エ.  06 月 03 日（木）JSCA千葉総会 

オ.  06 月 03 日（木）～4日（金）TOTO パブリック新商品提案会 2021 

カ.  06 月 09 日（水）JSCA千葉役員会 

キ.  06 月 10 日（木）BIM の研究会準備会議 

ク.  06 月 10 日（木）千葉市分譲マンション相談協議会 

ケ.  06 月 11 日（木）JSCA千葉若手勉強会 

コ.  06 月 19 日（土）ＪＩＡ全国学生卒業コンクール 2021 公開審査（WEB 公開審査） 

サ.  06 月 21 日（月）JIA 支部保存問題委員会 

シ.  06 月 23 日（水）百科分科会 

ス.  06 月 24 日（木）JIA 本部理事会 

セ.  06 月 24 日（木）JIA 本部総会 

 

（連絡・調整事項等） 

 

（報告事項等） 

  

（２）次回役員会までに開催する会議・行事予定 

ア.  06 月 25 日（金）大建工業ウェビナーセミナー 

イ.  06 月 26 日（土）欠陥建築トラブル法律相談会 

ウ.  06 月 29 日（火）百科分科会打合せ 

エ.  07月 01 日（木）建築相談 

オ.  07月 09 日（金）JSCA千葉若手勉強会 

カ.  07月 14 日（水）JSCA千葉役員会 

キ.  07月 15 日（木）建築相談 

ク.  07月 15 日（木）㈱LIXILパブリックトイレトレンドセミナー（WEB 開催） 

ケ.  07月 16 日（金）百科分科会打合せ会 

コ.  07月 20 日（火）千葉県耐震判定協議会理事会 

サ.  07月 21 日（水）JIA 支部保存問題委員会 

シ.  07月 21 日（水）JIA 全国学生卒業コンクール委員会（WEB 開催） 

ス.  07月 28 日（水）百科分科会 

セ.  07月 28 日（水）会員拡大 WG 

ソ.  07月 28 日（水）7月定例役員会 

 

（連絡・調整事項等） 

 

２．本 日 の 議 題 

① 役員会の定足数について 

 ・役員会成立の定足数は役員の過半数：指定がない欠席連絡者は代表への議決委任とする 

  → 今後は、出欠案内のメール本文にも必ず出欠の回答をお願いする旨を記載する 



 	 	 	 	 	 	 2 

② 会員拡大について（WG プレ会議） 

        ・7月 28 日の定例役員会より 役員会前の 15：30より開催することになった。 

     （候補者リスト UPの準備） 候補者リストのあげ方について討議した 

        インターネットから発掘（田端） 

        学生賞委員となの花会から発掘（柳田） 

        木づかいコンペの出展者から発掘（森田） 

        会員の知り合い等に声掛け 

      （入会の動機） 入会の魅力になる事 

        メリットの共通認識をもちたい（柳田）  ・・・仕事が取れるではない 

        近年の若者は社会的な意義や公益活動の誇りで入る人も多いのでは（森田） 

        具体的なこれまでの有意義な学習会・講習などの紹介（木材・構造など） 

        行政への提言・情報交換（保存問題・若い人の入札資格についての活動など） 

        協力会とのつながり 

 

③ その他ワーキンググループについて 

・会員拡大 WG：河原、小島、神成、田端、森田 

・まちづくり WG：柳田、榎本 

千葉市については現在コロナの影響で意見交換会が伸びている。 

※千葉市中央区栄町の再生について努力をしたが無理ではないかと判断した 

今後、他の市町村を模索すると同時に、千葉県は熊谷知事とＪＩＡの連携を深める。 

・保存・活用WG：安達、西崎 

 継続的に６団体実務者会議の中で、千葉県中央図書館の活用については千葉県知事に、 

検見川送信所については千葉市長に対して文化的な話ができるような機会を設けたい。 

 

☞ まちづくりＷＧと保存・活用ＷＧと合同で熊谷知事と様々な問題について協議する場を探る 

     県知事と千葉市長などを交えて保存とまちづくりのシンポジウムが開けるか？（もりた） 

 

・職能・業務環境 WG：榎本、安達、星野、森田 

       ６団体の実務者会議への議題提供を考えてゆく。 

       ※千葉市は１００㎡以上の実績で入札に入れる（星野） 

      若い人の入札資格を探る（経験者とセットで応募など）  ・・・ 若い人の魅力創造 

 

④ 千葉の森林再生プロジェクトの報告 

・JIA の財務委員会に千葉の森林再生プロジェクトの事業助成金に対して報告書を提出した。 

 

⑤ 百科について 

      8 月 20 日に開催が決定しており、6月 23 日の百科分会において今年度のテーマが決まった。 

        第１９回 「木材利用促進百科」 ～国産材自給率アップに向けて～ 

ただし、開催判断は 7月下旬ごろ（コロナの影響によっては中止もありえるが・・・） 

講師として農林水産省林野庁、千葉県農林水産部森林課、千葉大学大学院の教授にお願いする。 

この度のプログラムにある JIA 千葉会員による木材活用建築の事例発表の発表者を暫定決定 

河原氏・安達氏・稗田氏・小島氏・田端氏・森田氏 ＋ 木づかいコンペの入選者 

コロナ対策のため会場定員は７０名以下 ・・・ 行政関係もあるので募集は６０名の先着順 

ＷＥＢ参加も予定している → ＷＥＢ参加は来場参加と同様に資料代（\1,000）を徴収する 

百科講習会の開催が決まれば、協力会の為にも今年こそは納涼会を開催したい旨の報告あり。 
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⑥ 入退会について 

協力会の退会 ： ㈱セレコ 代表取締役 小泉 哲男氏 

                                 退会が承認されました。 

 

⑦ JIA 支部関連報告 

（安達氏より） 支部の保存問題委員会と中野地域会の活動により、豊多摩監獄の門が区の指定文

化財として指定され、曳家で位置が変わるものの小学校の敷地内に残ることとなりました。 

 

 

⑧ その他 

・千葉市分譲マンション相談連絡協議会の委員として磯野氏が参加しているが、今年度の 

総会と相談会に参加し、相談者の依頼により複数回 現地調査も行った 

 

      ・磯野会員 ： 会友 → ＪＩＡ正会員 として入会の意思表示 

 

      ・ウッドショックの状況について雑談 

 

 

～業務委員会からのお願い～ 

  

会員・会友の皆様より業務に対するご要望、ご意見もしくは業務に関する情報を募っております。 

ぜひ、会員・会友の皆様のお声をお送りください。 

なお、ご意見ご要望は事務局までお願いいたします。 

E-mail:  jia-chiba@chiba-kentikuka.jp FAX ０４３－２２７―７８６７ 

 


